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１．はじめに 

 東日本大震災発生から７年半が経ちました。

ＪＡふくしま未来伊達地区管内の特産である

あんぽ柿は生産歴90余年を誇り、当地自慢の

味覚です。震災後２年間の生産自粛を経て

2013年から再開、2017年度は震災前の出荷量

の８割まで復活しました。既に本誌№133

（2014年６月発行）、№141（2015年10月発行）、

№149（2017年２月発行）でも報告の通り、震

災直後から特産品復活に向けてＪＡと生産者

が一丸となって26万本の柿の木の除染に取組

み、2016年度にはあんぽ柿産地振興の基幹施

設「あんぽ工房みらい」が本格稼働しました。

あんぽ柿は福島市と伊達市、桑折町、国見町

の２市２町の全域で加工・出荷され、生産量

も震災前の水準に回復しつつあります。 

 伊達地区のあんぽ柿生産部会では、震災直

後から６年間産地復活の先頭に立ってきた宍

戸里司部会長（63）がこの３月に任期を終え、

副部会長だった佐藤孝一さん（63）が新部会

長に就任しました。産地を元気にしようと若

手後継者も就農しています。高齢化が進む中

でも、伝統の技を受け継ぎ、販売促進に向け

て首都圏の消費者との交流を通して福島の味

をアピールしています。 

 また、あんぽ柿発祥の地・伊達市梁
やな

川
がわ

町
まち

五
い

十
さ

沢
ざわ

地区の小学校では、特産であるあんぽ柿を

題材に学習を続けてきました。風評被害に苦

しむ農家を勇気づけようと、全児童が上京し

てＰＲイベントに参加し、農家の思いを代弁

しました。その活動を当時の小学校校長があ

んぽ柿のキャラクターを主人公にして一冊の

絵本にまとめ、話題を呼んでいます。 
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 今回は、あんぽ柿の生産復興の現状と若手

生産者への技術継承とともに、小学生があん

ぽ柿のＰＲ活動を行った経緯をテーマにした

絵本『カッキーとカッキーナのゆめ』に託さ

れた夢や希望に注目し、報告します。 

 

２．あんぽ柿生産・出荷再開から５年、

産地復活に向けた歩み 

 ＪＡふくしま未来、果実専門農協、商系業

者などによるあんぽ柿生産について、加工再

開モデル地区を設定した2013年度は約200ｔ

と震災前の13％だったが、その後モデル地区

を拡大し出荷量も徐々に戻ってきている。2017

年度は1,200ｔと震災前の78％まで復活した。

2018年度の目標数量は1,400ｔで、震災前の出

荷量の91％を予定する。 

 加工再開モデル地区は当初、非破壊検査（７

月実施）で放射性セシウム濃度が１kg当たり

10ベクレル以下の圃場割合が80％になった大

字ごとに設定した。モデル地区は2013年度の

23地区から毎年拡大し、2016年度は２市２町

で柿の生産実績のある108地区すべてで再開

された。2017年度からは加工再開モデル地区

の設定は行わずに非破壊検査を継続し、その

結果に基づき圃場単位での出荷の可否を判断

している。それでも一部出荷できない圃場は

あり、未だ加工自粛が続いている。非破壊検

査でスクリーニングレベルが超過するリスク

の高い圃場が、未だ10haほど存在している。 

 同ＪＡの数又清市常務理事は「これらの圃

場で伐採・改植が進めば全圃場で加工自粛が

解除できる可能性が高くなる。ただ自粛解除

となった場合でも、万が一に備え、安全性を

確保するためには引き続き全量の非破壊検査

は必要と考えている」と話す。 

 贈答用に不可欠であった個包装製品の出荷

が2016年度から再開された。再開にあたり、

あんぽ柿を個包装し、化粧箱（８個入り）に

詰めあわせた製品にも対応可能な非破壊検査

機を導入した。年末年始の贈答需要に応え、

販路拡大や有利な販売につながることへの期

待が高まっている。また、蜂屋柿の大玉も2016

年度から個包装加工できるようになったこと

で、生産量の増大につながっている。 

 従来、非破壊検査は単体ごとに検査するた

め、一箱に平均120秒かかった。2017年度から

それを一括して計測するシステムに変更する

ことで、計測時間が30～40秒に短縮された。

これまでは繁忙期の検査場は作業が深夜に及

ぶこともあったが、変更に伴い検査時間が大

幅に短縮された。検査場は、あんぽ工房みら

いを含め６か所に設置され、検査機はトレー

製品用が33台、個包装製品用が10台稼働する。 

 生産が立て直される一方で、あんぽ柿の相

場の回復は遅れている。福島県であんぽ柿の

生産・出荷を２年間自粛している間に、他産

地の出荷量が伸長したことが要因だ。震災前

の2010年に干し柿（あんぽ柿含む）の生産量

が全国一だった福島県は再開時の2013年に出

荷量が87％も減少し、その市場を補うように

長野県や山梨県の出荷量が伸びていった。 

 そうした中で、同ＪＡではあんぽ柿振興セ

ンター「あんぽ工房みらい」が2016年秋から

稼働した。初年度は82ｔ、2017年度は116ｔで

販売額は２億円に達した。あんぽ工房みらい

は農家の高齢化で加工作業ができなくなった

柿の受け入れや、あんぽ柿を原料にした独自

製品の開発を通じて施設の活用を図っている。 
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 同ＪＡはあんぽ柿の生産復活とともに６次

化商品などの開発にも取り組む。2017年９月、

同ＪＡはあんぽ柿の６次化商品を発表した。

プレミアムフルーツアイスクリーム「あんぽ

柿あいす」（110ml、税込350円）はあんぽ柿の

果肉の食感が残る逸品で、「柿入れ羊かん」

（55ｇ、税込250円）は香料を使わずあんぽ柿

の甘さと香りを活かしたヒット商品だ。ＪＡ

の農産物直売所「みらい百彩館んめ～べ」な

どで販売している。またタルトなど、あんぽ

柿を使った新銘菓の開発も進んでいる。 

 あんぽ工房みらいであんぽ柿の加工を行う

のは10月から翌年の３月までの半年間である。

夏季の３か月間に施設を桃の選果場として稼

働させれば、職員の長期雇用が可能となる。

業務の効率化と同時に、地域住民の雇用対策

の面でもさらなる活用が期待されている。 

 

３．若手生産者に引き継がれるあんぽ

柿生産 

 「後継者を育て、早く震災前の生産規模

に戻したい」 

 今年３月、宍戸里司前部会長の後を受け、

佐藤孝一さんがあんぽ柿生産部会長に就任し

た。伊達市霊
りょう

山
ぜん

町
まち

で桃やキュウリ、水稲など

を専業で営み、柿（蜂
はち

屋
や

柿
がき

）60ａを栽培する。 

 霊山町のあんぽ柿生産は３年間自粛され、

2014年に加工再開モデル地区となり再開した。

町内の圃場に放射性物質が飛散し、局地的に

空間放射線量が高くなる場所が残ったためで

ある。原料柿については、今でも２市２町か

ら移動することができない。 

 佐藤部会長は「後継者の問題があり、受け

継ぐ人が少なくなる不安があるが、あんぽ工

房みらいができて、生産量は確保できるよう

になった。今の段階では現状維持だが、あん

ぽ柿づくりの技術をつないであんぽ柿の伝統

を次代に引き継いでいきたい」と抱負を語る。 

 2018年２月には、栽培技術の継承と産地体

制の強化を目的として、伊達地区の若手生産

者や経験年数３年未満の営農指導員を対象

に、ＪＡが委嘱する「農の達人」による柿の

剪定講習会を開いた。当時、あんぽ柿生産部

会長だった宍戸さんが達人として実技を交え

ながら指導し、生産技術とともに、あんぽ柿

を大切にする思いを伝えた。 

 

 「先輩たちがつくってきた伝統を守って

いきたい」 

 国見町の阿部郁
かおる

さん（28）は、震災直後の

2012年春に就農した。桃２ha、リンゴ15ａ、

水稲30ａ、柿は平
ひら

核
たね

無
なし

、蜂屋柿、刀
と

根
ね

早
わ

生
せ

（渋

抜き用）合わせて30ａを栽培する。祖父と父

との家族経営で、果樹農家の３代目である。 

 就農を決断した理由の一つは、震災で実家

の経営が落ち込んでしまったことだった。農

業高校から福島県の農業短期大学校に進学、

卒業後は福島市飯坂町の観光果樹園で研修

し、接客を学んでいた。その１年目に東日本

大震災に遭った。生まれ育った国見町の果実

販売が落ち込んでいる状態を見て、地域を元

気にしたいという気持ちが高まった。同時に

家業の果実販売も風評被害で個人贈答用が減

少し、家族も危機感を募らせていた。 

 長男として生まれた阿部さんは、農業一筋

に歩む父と祖父の姿を見て育った。祖父の代
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から始めたあんぽ柿が加工自粛となり、作っ

ても売れるかどうか見込みが立たない状況

で、父や祖父は農業の継続を悲観した。 

 それでも阿部さんは「自分自身は農家を継

ごうという意識が高く、やる気満々だった。

父も未だ40歳代と若かったので再開する見込

みがあるだろうと考えた」と当時を振り返る。 

 国見町は震災後３年目から加工再開モデル

地区となった。国見町には若手農業者（20～

30歳代）が20人ほどおり、町の農業会議所の

青年部に所属する阿部さんだが、「若い人が

少なくなり、生産する人がいないと畑が荒れ

てくる。10年先の地域をどう守っていくかが、

後継者仲間との話題になる」と話す。こうし

たことから、遊休農地を引き受けて経営を拡

大し、例えばシルバー人材の雇用も選択肢の

一つと考え、将来を見据える。 

 顧客も徐々に戻りつつある。東京など首都

圏の大消費地での販売に出向くという阿部さ

んは「お客さんと直に話をして、おいしいも

のを食べてもらって安心してもらうのが一番

だと思う」と積極的に消費者との交流を図る。 

 阿部さんは、ハイテクな機械を備えたあん

ぽ工房みらいが高齢の生産者の意欲を高めて

いる点に意義を感じている。同時に、「伝統産

地を維持していくには、昔ながらのあんぽ柿

づくりの技術・作法を守っていくことが欠か

せない」と、伝統の継承にも意欲的だ。 

４．小学生によるあんぽ柿ＰＲ活動か

ら生まれた絵本『カッキーとカッキ

ーナのゆめ』 

 伊達市立五十沢小学校の児童は、「総合的

な学習の時間」の中であんぽ柿について学び、

東日本大震災後、地元のあんぽ柿づくりを応

援しようとＰＲ活動に取り組んだ。 

 同小学校では学校行事として「あんぽ祭り」

を行ってきた。毎年地域の人々も協力して柿

をむき、小学校の燻蒸箱で硫黄燻蒸して渡り

廊下に干していた。出来上がったあんぽ柿は

袋詰めし、町内の老人ホームに配っていたの

だが、加工自粛により中止となっていた。 

 震災から２年目の2012年４月、郡山市から

木村京子さんが校長として同校に赴任した。

現在、郡山市の社会教育指導員を務める木村

さんは「あんぽ柿の里といわれた地域が加工

自粛の時期に、自分は来た。児童の多くの家

庭があんぽ柿の生産農家で、子どもたちは家

を手伝い、あんぽ柿に誇りを持っていたこと

が印象的だった」と話す。 

 木村さんは地域を元気にしたいと考え、学

習活動の一環で、あんぽ柿の製造開発と普及

に貢献した佐藤昌
まさ

一
いち

氏（1908－1944・後述）

の、県南にある塙
はなわ

町
まち

の生家を訪問し、お墓参

りをした。さらにあんぽ柿の学習を続け、2013

年12月には、東京国際フォーラムで開催され

た消費者との交流イベント「みんな笑顔で、

「福」満開！ふくしま大交流フェア」（福島

県・東京都共催）に参加する機会に恵まれた。

このイベントでは全校児童38名が参加し、壇

上で学習成果を発表し、あんぽ柿の販売を手

伝い、福島の元気と魅力を発信した。地域住

民も大応援団を結成し、大型バスで上京した。 

 木村さんは地域を応援する子どもたちの活

動記録を残したいと2016年５月、あんぽ柿の

キャラクターを主人公にした絵本200部を自

費制作した。絵本の主人公は蜂屋柿をモチー

フにした男の子「カッキー」と、平核無の女
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の子「カッキーナ」で、子どもたちの発案を

もとに誕生した。『カッキーとカッキーナの

ゆめ』は、柿があんぽ柿になるまでの過程や、

震災後の産地の苦悩、小学生によるあんぽ柿

のＰＲ活動について描いた絵本である。 

 この絵本に感激した宍戸さんが書籍化と増

刷を提案し、2017年４月にハードカバーで出

版された。絵本は五十沢地区260戸に配付した

ほか、ＪＡふくしま未来の福島・伊達・安達・

そうま地区の全店舗、伊達管内の小・中学校

や幼稚園・保育所、図書館や交流館（公民館）

などの公共施設に配付された。さらに病院・

歯科医院など医療機関にも絵本を贈呈した。 

 伊達市教育委員会の原好則課長は「子ども

たちに地域をよく知ってほしいという思いか

ら、子どもたちの目に触れる所に置かせてい

ただいた」と、絵本の活用をすすめている。 

 伊達市では、地元ＴＶ局・福島放送（FKB）

主催の市町村対抗ＣＭコンテスト「ふくしま

の元気！応援ＣＭ大賞2017」にあんぽ柿を題

材にＣＭを制作、出品したところ、見事大賞

に輝いた。五十沢地区の小学生もあんぽ柿役

で出演し、2018年度もFKBで放映中である。 

 絵本は、復興支援キリン絆プロジェクトの

支援を受け、宍戸さんが会長を務める「がん

ばっぺ!!あんぽ柿協議会」が発行した。また、

同協議会は「伊達のあんぽ柿」のブランド名

で地理的表示保護制度（ＧＩ）認証の申請を

進め、2018年度中には認可される見込みという。 

 ところで、五十沢地区はどのような経緯で

あんぽ柿の里となったのだろうか。あんぽ柿

生産農家で郷土史にも詳しい曳地一夫さん

（60）は「そもそも五十沢はあんぽ柿一筋で

走ってきたのではなく、当時の村や農家が抱

えていた問題が背景にあった」と語る。 

 あんぽ柿は大正年間、旧伊達郡五十沢村で

開発された。当時、伊達は全国有数の養蚕地

帯だったが、生糸市場が大暴落し、養蚕が斜

陽化すると、村も農家も大打撃を受けた。そ

こで村の有力者たちが「牡
ぼ

丹
た

餅
もち

会
かい

」を結成し、

養蚕に代わる新しい農産物の模索を始めた。

その一つがあんぽ柿だった。1922（大正11）

年にあんぽ柿の原型ともいえる柿の硫黄燻蒸

技術が生まれ、翌年12月に東京の神田市場に

柿を出荷すると好評で高値がついた。1929（昭

和４）年に五十沢農業公民学校に赴任した農

業教師・佐藤昌一氏が硫黄燻蒸製法を体系的

に確立してからは、品質は格段に向上した。

あんぽ柿の生産技術は、伊達はもとより全国

各地に広く普及することになる。 

 五十沢のあんぽ柿は、戦前からブランドを

確立していた。そして戦後活発になったあん

 

 

 

 

 

 

 

 

「ふくしま大交流フェア」に参加した 

伊達市立五十沢小学校の児童と応援団 

（2013年12月23日撮影・曳地一夫氏提供） 

 

 

 

 

 

 

 

 

絵本を手にする（写真左から）ＪＡふくしま

未来あんぽ柿生産部会 宍戸里司前部会長、

旧伊達市立五十沢小学校 木村京子元校長、

曳地一夫氏 
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ぽ柿生産や果樹栽培が安定した収入源とな

り、出稼ぎをしなくて済む農家の経済状態を

つくったのだ。それがあんぽ柿発祥の地とし

ての自負や誇りにつながり、今日も五十沢地

区の生産者や地域の人々を特産品復活へと突

き動かしている。 

 

５．おわりに 

 伊達特産のあんぽ柿は、2022年に100周年を

迎えます。長い歴史の中で生産できなかった

のは、太平洋戦争開戦から終戦後の混乱によ

る出荷中断（1941～47年）と、震災後の2011

年から２年間の自粛期間だけです。 

 2018年度のあんぽ柿の出荷量は、震災前の

９割まで回復の見込みです。加工自粛の全面

解除や非破壊検査を継続するか否かといった

課題も残ります。高齢化や後継者不足による

農家数の減少など、技術継承への不安も高ま

っています。その中で意欲ある若手生産者の

存在は産地を元気づけています。 

 伊達市立五十沢小学校は2017年３月、143

年の歴史に幕を下ろしました。昭和初期には

300人を超えた児童数は、閉校時には23人にな

りました。築23年、３階建ての小学校の跡地

利用については未定です。五十沢出身の宍戸

さんは「地域の文化を守るため、あんぽ柿づ

くりの体験施設として『あんぽ柿ミュージア

ム』にするといったアイデアも浮かんでいま

す」と、地域活性化に期待を寄せます。 

 地域の特産品に誇りを持ち、東京でのＰＲ

活動を通して自発的に産地復興に協力した子

どもたちも、現在は中学生や高校生になって

います。彼らが成長しても、絵本に託された

子どもたちの思いは引き継がれ、地域の産業

と文化を守っていくことでしょう。 

 「カッキーとカッキーナ」のイラストは、

五十沢地区の入り口にあたる交差点に掲げら

れた「あんぽ柿の里・五十沢」の看板にも描

かれ、訪れる人を温かく迎え入れています。 

＊本レポートは2018年８月７～８日に行った

現地調査に基づいて、作成したものです。 

 

（謝辞） 

 大変お忙しいところを聴き取り調査にご協

力いただき、資料のご提供をいただきました、

ＪＡふくしま未来 数又清市常務理事はじめ

ＪＡ役職員の皆様、あんぽ柿生産部会 佐藤孝

一部会長、宍戸里司前部会長、曳地一夫氏、

阿部郁氏はじめ管内生産者の皆様、郡山市教

育委員会 木村京子社会教育指導員、伊達市教

育委員会 原好則参事兼課長、関係者の皆様

に、この場を借りて厚くお礼申しあげます。 
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 http://ja-f-mirai.or.jp/ 

・伊達市ウェブサイト 

 http://www.city.fukushima-date.lg.jp/ 

・五十沢自治会ウェブサイト 

 http://www.isazawa.jp/ 

・伊達市立五十沢小学校ウェブサイト 

 http://www3.schoolweb.ne.jp/weblog/index. 

php?id=0710090 

・公式YouTubeチャンネル 福島県伊達市 

 https://www.youtube.com/channel/UCi50tVtuQ

o2mW8YMzN4xHbQ 

・国見町ウェブサイト 

 http://www.town.kunimi.fukushima.jp/ 

・粕谷ひろみ作、原田くるみ絵、木村京子原案・

監修『カッキーとカッキーナのゆめ』がんばっ

ぺ!!あんぽ柿協議会・2017年４月発行 

・佐藤昌一『硫黄燻蒸五十沢アムポ柿：製造・利

用・販売』五十沢農業公民学校・1933年発行 

（日本農業新聞関連記事） 

・「ＰＲ絵本を教委に贈呈 福島県あんぽ柿協」

2017年８月12日（火）ワイド２東北 

・「あんぽ柿６次化 新商品お披露目 ＪＡふくし

ま未来」2017年９月３日（日）エリア東北 

・「あんぽ柿 若手に継承 態勢づくり狙う ＪＡふ

くしま未来伊達地区「農の達人」剪定講習会」

2018年２月14日（水）ワイド２東北 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /DFGyoSho-Lt-WIN-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W3-WIN-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W7-WIN-RKSJ-H
    /FGGyoshoLC-M
    /FGHeiseiKakuGothic-W3
    /FGHeiseiKakuGothic-W5
    /FGHeiseiKakuGothic-W7
    /FGHeiseiKakuGothic-W9
    /FGHeiseiMincho-W3
    /FGHeiseiMincho-W5
    /FGHeiseiMincho-W7
    /FGHeiseiMincho-W9
    /FGKyokashoNT-M
    /FGMaruGothicCa-B
    /FGMaruGothicCa-L
    /FGPGyoshoLC-M
    /FGPHeiseiKakuGothic-W3
    /FGPHeiseiKakuGothic-W5
    /FGPHeiseiKakuGothic-W7
    /FGPHeiseiKakuGothic-W9
    /FGPHeiseiMincho-W3
    /FGPHeiseiMincho-W5
    /FGPHeiseiMincho-W7
    /FGPHeiseiMincho-W9
    /FGPKyokashoNT-M
    /FGPMaruGothicCa-B
    /FGPMaruGothicCa-L
    /HGGothicEPRO
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck true
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f0062006500200050004400460020658768637b2654080020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002089c4830330028fd9662f4e004e2a4e1395e84e3a56fe5f6251855bb94ea46362800c52365b9a7684002000490053004f0020680751c6300251734e8e521b5efa7b2654080020005000440046002f0058002d00310061002089c483037684002000500044004600206587686376848be67ec64fe1606fff0c8bf753c29605300a004100630072006f00620061007400207528623763075357300b300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef67b2654080020005000440046002f0058002d00310061003a00320030003000310020898f7bc430025f8c8005662f70ba57165f6251675bb94ea463db800c5c08958052365b9a76846a196e96300295dc65bc5efa7acb7b2654080020005000440046002f0058002d003100610020898f7bc476840020005000440046002065874ef676848a737d308cc78a0aff0c8acb53c395b1201c004100630072006f00620061007400204f7f7528800563075357201d300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c00200064006500720020006600f800720073007400200073006b0061006c00200073006500730020006900670065006e006e0065006d00200065006c006c0065007200200073006b0061006c0020006f0076006500720068006f006c006400650020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200065006e002000490053004f002d007300740061006e0064006100720064002000740069006c00200075006400760065006b0073006c0069006e00670020006100660020006700720061006600690073006b00200069006e00640068006f006c0064002e00200059006400650072006c006900670065007200650020006f0070006c00790073006e0069006e0067006500720020006f006d0020006f007000720065007400740065006c007300650020006100660020005000440046002f0058002d00310061002d006b006f006d00700061007400690062006c00650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000660069006e006400650072002000640075002000690020006200720075006700650072006800e5006e00640062006f00670065006e002000740069006c0020004100630072006f006200610074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200034002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d003100610020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d00310061002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f00620065002000710075006500200073006500200064006500620065006e00200063006f006d00700072006f0062006100720020006f002000710075006500200064006500620065006e002000630075006d0070006c006900720020006c00610020006e006f0072006d0061002000490053004f0020005000440046002f0058002d00310061003a00320030003000310020007000610072006100200069006e00740065007200630061006d00620069006f00200064006500200063006f006e00740065006e00690064006f00200067007200e1006600690063006f002e002000500061007200610020006f006200740065006e006500720020006d00e1007300200069006e0066006f0072006d00610063006900f3006e00200073006f0062007200650020006c0061002000630072006500610063006900f3006e00200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00700061007400690062006c0065007300200063006f006e0020006c00610020006e006f0072006d00610020005000440046002f0058002d00310061002c00200063006f006e00730075006c007400650020006c006100200047007500ed0061002000640065006c0020007500730075006100720069006f0020006400650020004100630072006f006200610074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000710075006900200064006f006900760065006e0074002000ea0074007200650020007600e9007200690066006900e900730020006f0075002000ea00740072006500200063006f006e0066006f0072006d00650073002000e00020006c00610020006e006f0072006d00650020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200075006e00650020006e006f0072006d0065002000490053004f00200064002700e9006300680061006e0067006500200064006500200063006f006e00740065006e00750020006700720061007000680069007100750065002e00200050006f0075007200200070006c007500730020006400650020006400e9007400610069006c007300200073007500720020006c006100200063007200e9006100740069006f006e00200064006500200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063006f006e0066006f0072006d00650073002000e00020006c00610020006e006f0072006d00650020005000440046002f0058002d00310061002c00200076006f006900720020006c00650020004700750069006400650020006400650020006c0027007500740069006c0069007300610074006500750072002000640027004100630072006f006200610074002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF che devono essere conformi o verificati in base a PDF/X-1a:2001, uno standard ISO per lo scambio di contenuto grafico. Per ulteriori informazioni sulla creazione di documenti PDF compatibili con PDF/X-1a, consultare la Guida dell'utente di Acrobat. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 4.0 e versioni successive.)
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020c791c131d558b294002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb2940020d655c778c7740020d544c694d558ba700020adf8b798d53d0020cee8d150d2b8b97c0020ad50d658d558b2940020bc29bc95c5d00020b300d55c002000490053004f0020d45cc900c7780020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031c7580020addcaca9c5d00020b9dec544c57c0020d569b2c8b2e4002e0020005000440046002f0058002d003100610020d638d65800200050004400460020bb38c11c0020c791c131c5d00020b300d55c0020c790c138d55c0020c815bcf4b2940020004100630072006f0062006100740020c0acc6a90020c124ba85c11cb97c0020cc38c870d558c2edc2dcc624002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die moeten worden gecontroleerd of moeten voldoen aan PDF/X-1a:2001, een ISO-standaard voor het uitwisselen van grafische gegevens. Raadpleeg de gebruikershandleiding van Acrobat voor meer informatie over het maken van PDF-documenten die compatibel zijn met PDF/X-1a. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 4.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200073006b0061006c0020006b006f006e00740072006f006c006c0065007200650073002c00200065006c006c0065007200200073006f006d0020006d00e50020007600e6007200650020006b006f006d00700061007400690062006c00650020006d006500640020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200065006e002000490053004f002d007300740061006e006400610072006400200066006f007200200075007400760065006b0073006c0069006e00670020006100760020006700720061006600690073006b00200069006e006e0068006f006c0064002e00200048007600690073002000640075002000760069006c0020006800610020006d0065007200200069006e0066006f0072006d00610073006a006f006e0020006f006d002000680076006f007200640061006e0020006400750020006f007000700072006500740074006500720020005000440046002f0058002d00310061002d006b006f006d00700061007400690062006c00650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020007300650020006200720075006b00650072006800e5006e00640062006f006b0065006e00200066006f00720020004100630072006f006200610074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200063006100700061007a0065007300200064006500200073006500720065006d0020007600650072006900660069006300610064006f00730020006f0075002000710075006500200064006500760065006d00200065007300740061007200200065006d00200063006f006e0066006f0072006d0069006400610064006500200063006f006d0020006f0020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200075006d0020007000610064007200e3006f002000640061002000490053004f002000700061007200610020006f00200069006e007400650072006300e2006d00620069006f00200064006500200063006f006e0074006500fa0064006f00200067007200e1006600690063006f002e002000500061007200610020006f00620074006500720020006d00610069007300200069006e0066006f0072006d006100e700f50065007300200073006f00620072006500200063006f006d006f00200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00700061007400ed007600650069007300200063006f006d0020006f0020005000440046002f0058002d00310061002c00200063006f006e00730075006c007400650020006f0020004700750069006100200064006f002000750073007500e100720069006f00200064006f0020004100630072006f006200610074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b00610020007400610072006b0069007300740065007400610061006e00200074006100690020006a006f006900640065006e0020007400e400790074007900790020006e006f00750064006100740074006100610020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031003a007400e400200065006c0069002000490053004f002d007300740061006e006400610072006400690061002000670072006100610066006900730065006e002000730069007300e4006c006c00f6006e00200073006900690072007400e4006d00690073007400e4002000760061007200740065006e002e0020004c0069007300e40074006900650074006f006a00610020005000440046002f0058002d00310061002d00790068007400650065006e0073006f00700069007600690065006e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074007400690065006e0020006c0075006f006d0069007300650073007400610020006f006e0020004100630072006f0062006100740069006e0020006b00e400790074007400f6006f0070007000610061007300730061002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200073006b00610020006b006f006e00740072006f006c006c006500720061007300200065006c006c0065007200200073006f006d0020006d00e50073007400650020006d006f0074007300760061007200610020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200065006e002000490053004f002d007300740061006e00640061007200640020006600f6007200200075007400620079007400650020006100760020006700720061006600690073006b007400200069006e006e0065006800e5006c006c002e00200020004d0065007200200069006e0066006f0072006d006100740069006f006e0020006f006d00200068007500720020006d0061006e00200073006b00610070006100720020005000440046002f0058002d00310061002d006b006f006d00700061007400690062006c00610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074002000660069006e006e00730020006900200061006e007600e4006e00640061007200680061006e00640062006f006b0065006e002000740069006c006c0020004100630072006f006200610074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents that are to be checked or must conform to PDF/X-1a:2001, an ISO standard for graphic content exchange.  For more information on creating PDF/X-1a compliant PDF documents, please refer to the Acrobat User Guide.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 and later.)
    /JPN <FEFF77f35c7153705237300000580050002000430054005075280020005600650072002e00200031002e0030003630005143306f0020005000440046002f0058002d00310061000d30c030a630f330b530f330d730eb309230aa30d5000d57cb30818fbc307f79816b62306e30d530a930f330c8306f57cb30818fbc307e306a3044000d004400467cfb004400480050003430d530a930f330c8300157cb30818fbc307f79816b62000d00500044004630d530a130a430eb5185306b8a2d5b9a30924fdd5b583059308b>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [1190.551 842.000]
>> setpagedevice


